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新年のごあいさつ

新年のごあいさつ

嶋

社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

田

進

栃木県知事

福 田

富 一

県民の皆様︑あけましておめでとうございます︒

会長

あけましておめでとうございます︒

私は︑昨年の知事選挙におきまして︑多くの県民の皆様か

さて︑昨年は︑栃木県の将来像である﹁人も地域も真に輝

魅 力 あ ふ れ る 元 気 な 〝 と ち ぎ 〟 ﹂の 実 現 に 向 け ︑ 県 政

申し上げまして︑新年のごあいさつといたします︒

本年が皆様にとって素晴らしい年となりますことをお祈り

ります︒

心して暮らせる﹁健康・安心﹂な社会の実現に取り組んで参

もに︑医療︑介護︑福祉の充実など︑生涯にわたり健康で安

し︑笑顔になれる﹁ひとが輝く﹂とちぎづくりを進めるとと

教育や子ども・子育ての支援など︑誰もが自らの能力を発揮

引き続き︑﹁元気発信プラン﹂の着実な推進はもとより︑

た︒

に基づき︑各種プロジェクトをスタートさせた年でありまし

の基本指針である栃木県重点戦略﹁とちぎ元気発信プラン﹂

く

で参る決意であります︒

発揮しながら︑戦略性をもって県政の課題に果敢に取り組ん

新たなとちぎの未来を見据えつつ︑創造力と行動力を十分に

となりました︒県民中心・市町村重視の県政運営を基本に︑

ら御支援をいただき︑引き続き県政を担わせていただくこと

県民の皆様には︑日頃から地域福祉の推進にご支援︑ご協
力いただき厚く御礼申し上げます︒
さて︑本年は︑特集で取り上げておりますとおり︑民生委
員制度創設１００周年にあたります︒また︑４月１日からは
改正社会福祉法が施行されます︒このような福祉の歴史的な
節目の年頭にあたり︑地域福祉推進の中核として︑本会の役
割を今後も十分に果たしていこうと決意を新たにする次第で
あります︒
少子高齢化︑人口減少などの社会の変化とともに︑地域社
会での福祉課題もますます多様化しています︒﹁明るく活力
あふれる地域づくり〜共に支え合い︑心豊かな福祉社会を築
く〜﹂を基本理念に掲げる本会といたしましても︑県民の皆
様や関係団体などとの連携を図りながら︑地域福祉を積極的
に推進して参りたいと考えておりますので︑なお一層のご支
援︑ご協力をよろしくお願いいたします︒
結びに皆様のご健勝とご多幸︑そして本年がすばらしい年
となりますようお祈り申し上げまして︑新年のごあいさつと
いたします︒
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特集

民生委員制度創設100周年

これからも地域とともに
民生委員・児童委員は常に住民の側に立って︑地域の中での身近な
相談相手として︑地域の人々の生活上の課題に寄り添ってきました︒
民 生 委 員 制 度 は ︑そ の 源 で あ る 済 世 顧 問 制 度 の 創 設 か ら 今 年 で
100周年を迎えました︒平成 年の年頭を飾る特集は︑この民生委
員制度について取り上げます︒

ようになってきました︒

その他にも︑生活保護法をはじ

めとする社会福祉関係の諸法令

に民生委員の協力事項が規定さ

れています︒地域の中での民生委

員・児童委員の役割は多様化し︑

また︑増加しているといえます︒

一方で︑個人情報保護法などの

影響もあり︑住民の困りごとが見

えにくくなっているという︑民生

いて設置され︑児童福祉法により

民生委員は民生委員法に基づ

では定数３９３７人で３８７１人

制度化︶は約２万人です︒栃木県

のうち主任児童委員︵平成６年に

ます︒

しているという状況もでてきてい

委員活動をする上での困難さが増

児童委員も兼ねています︒このた

●民生委員制度のはじまり
民生委員制度は大正 ６年に岡

民生委員・児童委員は︑その名

称はもちろん︑役割や活動内容も

また︑民生委員・児童委員は無

あって住民の側に立った相談や支

められる役 割は︑① 地域の中に

近年︑民生委員・児童委員に求

境も大きく変化しています︒

委員・児童委員活動を取り巻く環

見えにくくなっているなど︑民生

います︒また︑人々の生活状況が

時代の変遷とともに変わってきて

て１００年にあたり︑今年は民生

報酬︵活動費の実費弁償はありま

援を行うこと︑②福祉サービスの

そのような中でも民生委員・児

●民生委員・児童委員の
職務

●民生委員・児童委員
活動への理解
が委嘱されています︵平成 年

民生委員・児童委員は知事・中

め民生委員の正確な名称は﹁民生

制度は︑当時の世界的な経済恐慌

核市市長の推薦に基づき厚生労

山県で発足した﹁済世顧問制度﹂

を背景とした社会不安の中で︑貧

働大臣から委嘱され︑３年に１度

月１日現在︶︒

困救済や人々の生活の向上を目的

改選されます︵平成 年 月１日

委員制度創設 １００周年の年に

す︶で︑民間のボランティアとし

利用援助を行うこと︑あるいは③

に一斉改選がありました︶︒

あたります︒

て日々の活動にあたっています︒

童委員は︑例えば﹁災害時一人も

12

住民やボランティアと連携するこ

年は大正 ６年から数え

28

平成 年３月現在︑全国の民生

12

見逃さない運動﹂として﹁要援護

平成

として生まれたものです︒

委員・児童委員﹂となります︒

▲民生委員制度創設100周年の
シンボルマーク

が源と言われています︒済世顧問

29

とといったことがより重視される

●民生委員・児童委員の
位置づけ

委員の委嘱数は約 万６千人︑そ
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地域の中では︑認知症︑子育て︑

とつなげてきた活動は︑地域福祉

の側に立った支援をしています︒
に働きかけるだけでなく︑住民一

民生委員・児童委員側から地域

きるものではありません︒誰もが

福祉・医療の事業所だけで解決で

化 しています︒これらは︑行 政 や

考えてみようではありませんか︒

委員制度創設１００周年にあたり

０年にどうつないでいくか︒民生

私たちがそのバトンを次の１０

ど︑協働による仕組みづくりをす

先の東日本大震災では住民を
人一人が民生委員・児童委員活動

暮らしやすい福祉のまちづくりを

者台帳﹂や﹁マップ﹂などを作成

助けようとして命を亡くされた民
の意義への理解を深め︑協力関係

するためには︑民 生 委員・児 童 委

の実践の積み重ねです︒

生委員・児童委員もいました︒そ
を築き︑民生委員・児童委員活動

員活動をはじめとした地域の福祉

貧困など今日的な福祉課題が顕在

の強い使命感や人々に対する想い
がしやすいようなまちづくりをし

力を高めていくことが大切です︒

るという例も見られます︒

は相当なものがあったものと思わ
ていくことが︑これからの地域福

するなどの工夫をしながら︑住民

れます︒一方で︑これを教訓とし

祉の推進にとって重要なことでは

何とかしようと先人たちが綿々

１００年前から地域の課題を

口建一氏にお話をうかがいます︒

民生委員児童委員協議会会長の山

ご存じのように今の世の中

は︑少子高齢化や単身世帯の増

委員として活動してきた前栃木県

後 段では︑長 年民 生委員・児 童

＊

て前段のような工夫に加え︑自治
ないでしょうか︒

＊

会との情報共有体制を深めるな

前栃木県民生委員児童委員協議会会長︑山口建一氏に聞く

●民生委員・児童委員の
役割や意義とは？

と思っています︒ついつい世話

私自身︑おせっかいな人間だ

した︒

家族構造が大きく様変わりしま

ざまな課題を抱え︑社会環境や

加︑引きこもりの問題などさま

を焼きたくなるタイプです︒実

これまでの民生委員・児童委

日常生活の中で他人に声掛け

に自ら出て行き︑困っている人

立場でしたが︑これからは地域

はこの性格︑民生委員・児童委

をしたり︑目配りをしたり︒そ

に手を差し伸べるなど︑アウト

が︑現役のときと違って時間に

こから住民の困りごとを見つけ

リーチ的な側面が欠かせなくな

員はどちらかといえば受け身の

出すのが民生委員・児童委員の

ると思います︒

員にはぴったりでした︒
歳のときです︒

童委員を受けることにしまし
た︒

役割や使命だと思うからです︒

余裕ができたため民生委員・児

地域の世話焼き係として︑
ご近所から頼られる存在に

●民生委員・児童委員に
なったきっかけは？
定年退職後に地元の自治会長
に勧められたのがきっかけで
す︒当時︑退職後も ３年間は嘱
託員として勤務していたのです
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● 具体的にはどんな課題や
問題に直面していますか？

なり手が少ないのも大きな問題

議会ではこの節目に先駆けて︑

宇都宮市民生委員児童委員協

民生委員・児童委員の一人とし

ました︒私自身は退任後も前任

もバランスが大事だからです︒

をしすぎるのも考えもので︑何事

組んではいかがでしょうか︒無理

わせてプロジェクトを立ち上げ

委員協議会では １００周年に合

また︑宇都宮市民生委員児童

組む予定です︒

しました︒今後は全県下で取り

で︑地域によっては人材が欠員

人材不足は全国的な傾向でも

県内の老老介護状況調査に着手

福祉の三分野には高齢者福
あり喫緊の課題です︒関係機関

するケースも出てきました︒
祉︑児童福祉︑障害者福祉があ
との連携が急務です︒

●民生委員制度１００周年
にあたって思うことは？

りますが︑民生委員としては今
後特に︑地域で暮らす独居老人
や障害を持った方々の見守り活
動が大事になってくると思いま
す︒

て関わっていきます︒

の中で大きな収獲を得ました︒

大正時代の﹁済世顧問制度﹂

齢化に伴う地域包括ケアシステ

それはたくさんの仲間ができた

同時に︑引きこもりの方々に

年間にわたる活動

を守る仕組みが︑創設 １００周

ムの推進ではないでしょうか︒

ことです︒地域を良くするため

私自身は

かなくてはなりません︒三分野の

年を迎えたことに︑私自身︑感

この実現に向けて行政・社協・

に日々邁進する仲間との出会い

そうした中で大切なのは︑高

垣根を越え社会的弱者を支える

慨深いものがあります︒民生委

自治会︑そして民生委員・児童

に端を発する地域住民の暮らし

のが私たちの使命だからです︒

員が兼ねる児童委員の制度も平

は︑私の人生の宝といっても過

昭和15年（1940）宇都宮市生まれ。
76歳。明治大学卒。民間企業に長年勤
務。定年退職を機に民生委員・児童委
員を務める。以来、15年間にわたり民
生委員・児童委員を務める中で、栃木
県、宇都宮市、簗瀬地区の各民生委員
児童委員協議会会長を歴任。昨年11月
末で定年退任を迎えた。

一方︑内向きな面では民生委

委員などの関係者が連携し︑地

年に創設

周年を迎えるな

成

ど大きな節目を迎えました︒

70

▲山口 建一氏（やまぐち けんいち）

員・児童委員の高齢化や人材不
足が挙げられます︒若い世代の

ちょっとしたきっかけで民生

が︑いつしか会長職を仰せつか

委員・児童委員になりました

● 今後︑民生委員・児童委員を

るなど︑忙しくとも充実した

を優先し︑その次に見守り対象者

まずは自身の健康と家族の安寧

タッチしたいと思います︒

区切りに︑次の世代にバトン

制度創設 １００周年を一つの

日々を送ることができました︒

務める方に伝えたいことは？

かなければなりません︒

言ではありません︒

対するサポートも手厚くしてい

▲佐野市葛生地区民児協の「ふれあい
会食会」。地域で暮らす70歳以上の
独居高齢者にそばを振る舞うなど、
コミュニケーションの場を提供

域で支える仕組みを構築してい

15

を気遣うといったスタンスで取り

5
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福祉

保育

のお仕事就職フェア 2017
冬
を開催します！

参加費無料

申込不要

入退場自由

福祉・保育の仕事に就きたい方や福祉･保育職に関心のある方などを対象とした就職相談会です。
17日は保育施設、18日は福祉（高齢・障害・児童）施設が参加（県内100施設以上）。
各施設で個別の相談ブースを設け、職員募集や職種・勤務内容、施設見学などについて説明しま
す。また、福祉人材・研修センターの相談ブースもありますので、福祉職未経験の方や学生の方も
安心してご参加いただけます。多くの情報が得られるこのチャンスを、どうぞお見逃しなく！

保育

2月17日

福祉

［保育施設］
17日のみ
託児あり
要予約

2月18日

［高齢・障害・児童施設］

開催時間

両日とも13：00〜15：30
（受付15：00まで）

会

とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草1‑10‑6）

場

ソウェルクラブ（福利厚生センター）に
加入しませんか？

◆ソウェルクラブとは
（福利厚生センター）
ソウェルクラブ（福利厚生センター）は、社会福祉の職
場を魅力あるものとするため、社会福祉事業に従事する
方々の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された
社会福祉法人です。当該事業を行う全国唯一の法人として
厚生労働大臣の指定を受けており、全国規模のメリットを
活かした多種多様な福利厚生サービスを提供しています。
◆手厚いサービス＆サポート体制で福祉従事者を支援
〜多様で豊富、安心で良質なサービスで会員をサポート〜
健 康 管 理 健康生活用品給付、
電話健康相談、生活習慣病
予防検診費用助成 ほか
余 暇 活 用 指定保養所、
テーマパーク、会員制リゾート施設
ほか
慶 事・お 祝 い 結婚、
出産祝、入学祝、資格取得祝 ほか
情 報 提 供 ホームページ、
提携企業からの優待情報 ほか
万 一 の 際 会員死亡弔慰金、
入院・手術見舞金 ほか
生 活 サポート 特別資金ローン、
ショッピング ほか
資 質 向 上 メンタルヘルス講習会、
パソコン講習会 ほか
地
域 会員交流事業※、
地域開発メニュー ほか
国内外の宿泊施設をはじめ、
レジャー、スポーツ、
クラブオフ ショッピング等、約75,000か所の施設を優待価格
でご利用いただけます。

※ 会員交流事業
通常料金の半額程度でバスツアーやチケット
購入ができるサービスです
これまでの実施例

日帰り東京ディズニーランド・シー
お泊まり東京ディズニーリゾート
ツアー
観劇（劇団四季、帝劇など）
国内旅行（よしもとお笑い、さくらんぼ狩り、
プロ野球など）
劇団四季「アラジン」、
新春浅草歌舞伎、
温泉クーポン、映画鑑賞券、
チケット
お食事クーポン
県内会館主催の
コンサートチケット

詳細は
「福利厚生センター Sowel CLUB」
ホームページをご覧ください。
http://www.sowel.or.jp/
ソウェルクラブ

検索

［お問合せ先］

福祉人材・研修センター

TEL 028‑643‑5622

FAX 028‑623‑4963
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「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアーin栃木」

トピックス １

開催日 平成 28 年 11 月 16 日 場所 とちぎ青少年センター

家庭の状況などにより一人で食事をとる子どもや、貧困
状態にある子どもの支援の場、地域での交流の場として、
県内でも「こども食堂」への取り組みが進んできていま
す。本イベントには県内外から200人以上が参加し、盛大
に開催されました。本会も実行委員として参加しました。
参加者は、NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネット
ワーク代表の栗林知絵子氏と一般社団法人栃木県若年者支
援機構代表理事の中野謙作氏（コーディネーターは宇都宮
大学教育学部教授の陣内雄次氏）による基調対談や、全体
学習「こども食堂の作り方」、全６つの分科会で、現代の
子どもを取り巻く状況、また支援の在り方について学びを
深めました。
その中で、「こども食堂」は子どもや困っている家庭のみ
ではなく、支援する側についても、新しい体験や役割が創出
されており、地域のみんなが参加できる取り組みであると
のお話がありました。
本会としても、県域で地域福祉を推進する団体として、
誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めていきたいと思
います。

栃木県障害者文化祭 カルフルとちぎ2016 こころのつどい

トピックス ２

平成28年10月28日（金）、29日
（土）の２日間にわたって、とちぎ
福祉プラザ・わかくさアリーナを会
場に「栃木県障害者文化祭・カルフ
ルとちぎ2016こころのつどい」が
開催されました。
栃木県障害者文化祭は、障害者の
自立と文化活動への参加を促進する
とともに、交流を通じて県民の間に
広く障害者の福祉についての関心と
理解を深めることを目的として毎年
開催されているものです。
当日は絵画などの作品展示や合唱などの芸能発表のほか、製作品販売や模擬店、関係団体等の出
展等盛りだくさんの内容となりました。
また、平成28年８月にリニューアルオープンしたわかくさアリーナでは障害者スポーツ体験が行
われたり、那須どうぶつ王国からアルパカが駆けつけたりと例年にない催しも行われました。
天候にやや恵まれない面もありましたが、県内各地から多くの来場者があり、大いに盛り上がり
を見せた２日間となりました。

【訂正とお詫び】2016年11月号（№469）の８ページ、トピックス２の「栃木県及び宇都宮市に『社会福祉に関する要望書』を手交」の
要望団体欄に、「栃木県及び宇都宮市に要望をした団体」として次の団体名の記載が抜けていました。訂正し、お詫び申し上げます。
（一財）栃木県身体障害者福祉会連合会
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栃の実基金助成事業の紹介

議を実施するなど︑それぞれの
地域で実情に合った福祉活動が
効果的に行われるよう支援して
います︒平成 年度には︑見守
り活動を身近に知ってもらうた
めに﹃見守り活動の手引き︵ダ
イジェスト版︶﹄を作成し︑各
地区等での福祉協力員養成に活
用しています︒
今後も︑市民の皆様とともに
﹁地域住民等による支え合い﹂
のさらなる強化を図り︑﹁共に
支え合う福祉のまちづくり﹂を
目指していきます︒
27

▲ 見守り活動の手引き・ダイジェスト版

平成28年度

社会福祉施設
総合損害補償

しせつの損害補償

インターネットで保険料試算できます

検索

ふくしの保険

◆加入対象は、社協の会員である
社会福祉法人等が運営する社会
福祉施設です。

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のために
事故・紛争円満解決のために！
（賠償責任保険、
動産総合保険）

基本補償（賠償・見舞）
▶補償金額

保険期間１年

▶年額保険料（掛金）

200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

事故対応特別費用（期間中）

500万円
死 亡 10万円
後遺障害 0.3〜10万円
入院時 3万円
通院時 1万円

500万円
死 亡 10万円
後遺障害 0.3〜10万円
入院時 3万円
通院時 1万円

被害者対応費用（１名につき）

（1事故で10万円限度）

（1事故で10万円限度）

死亡時 100万円
入院時 1.5〜7万円
通院時 1〜3.5万円

傷害見舞費用

◆ 28 年度新設 使用者賠償責任補償
（プラン３-①オプション）
社会福祉法人役員の賠償責任補償
（プラン４）

員

基本補償
（A型）

1〜50名

35,000〜61,460円

51〜100名

68,270〜97,000円

以降1名〜10名増ごと

1,500円

プラン
プラン
プラン

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300 円
通所：1,390 円

2 ߶ຮງࡌƟࣔ
3 ߶सЇƟࣔ
4 ࡊҽഽ߽ඛय़๊ЇƟࣔ

充実 した補償 と

200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

定

割安な保険料

受託・管理財物賠償（期間中）
うち現金補償限度額（期間中）
人格権侵害（期間中）
身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

お見舞い等

2億円・10億円
2,000万円

です︒

賠償事故

2億円・10億円
2,000万円

見舞費用
基本
︵ B型︶
︵ A型︶ 付 補 償
補償

基本補償（A型） 見舞費用付補償（B型）
対人賠償（１名・１事故）
対物賠償（１事故）

スケールメリットを活かした

１ ߶،ซƟࣔ

プラン

栃の実基金助成事業 足利市社会福祉協議会
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地区社協とともに歩む支え合いのまちづくり

足利市では︑ の地区社協で
見守り活動など︑さまざまな福
祉活動が活発に行われていま
す︒
足利市社協では︑平成 年度
に︑見守り活動を行う活動者に
向けて︑見守り活動の概要や内
容についてまとめた﹁見守り活
動の手引き﹂を作成しました︒
手引きによって︑見守り活動の
目的や方法が分かりやすく明確
になり︑地区社協支部︵自治
会︶を基盤とする見守り活動な
どの小地域福祉活動がより一層
活発に行われています︒
また︑市社協会長と地区社協
会長が連名で﹁福祉協力員﹂の
委嘱を行い︑地域福祉活動の担
い手として重要な役割を担う福
祉協力員の拡充を図っていま
す︒福祉協力員は現在７地区社
協で約350名委嘱されていま
すが︑その他に約2000名の
方々が活動しています︒
市社協では︑話の聴き方講座
やスキルアップ研修会を開催
し︑活動者のレベルアップを図
るとともに︑サロン代表者の会
22

この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約
（
「賠償責任保険」
「普通傷害保険」
「労働災害総合保険」
「約定履行費用保険」
「動産総合保険」
）
です。

● このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●
団体契約者

〈

社会福祉法人

全国社会福祉協議会

〉TEL：０３（３５９３）６８２４

引受幹事
保険会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第三課

受付時間：平日の 9:00〜17:00（土日・祝日、12/31〜1/3 を除きます。）

取扱代理店

株式会社

福祉保険サービス

〒100 0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ

ＴＥＬ：０３
（３５８１）
４６６７ ＦＡＸ：０３
（３５８１）
４７６３
〈 SJNK15-17043

2016.02.18 作成〉
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